ブレンドコーヒー
（ブラジル・メキシコ・エクアドル）
カルロスさんのコーヒーでは少し物
足りないという方におススメ！さっ
ぱりとした口当たりとほのかな苦み
を楽しめます。

チェルノブイリ支援コーヒーのご案内

トセパンコーヒー（メキシコ）
メキシコの豊かな森で、たくさんの
動植物が共存できる森林農法に
よって栽培されました。
コクがあって後味スッキリ！
ストレートでも美味しいです。
【焙煎：深煎り】

200ｇ（豆・粉） 各 1,000 円

インタグコーヒー（エクアドル）

【焙煎：普通、深煎り】

200ｇ（豆・粉） 各 1,000 円

ソルコーヒー
（東ティモール・メキシコ・エクアドル）
ソルはラテン語で太陽を意味します。

麻コーヒー（エクアドル・メキシコ・他）
森林農法によるコーヒー豆に中国産の
麻の実をブレンド。独特なマイルド感
と豊かな味わいが特徴です。普通煎り
は豆本来の甘みや酸味、深煎りは味の
バランスが良くオススメです！
【焙煎：普通、深煎り】

200g（粉）

各 1,300 円

まいるどぶれんどドリップバッグコーヒー
（メキシコ・東ティモール・ブラジル）

自然の恵みをいっぱいに受けた森林

たっぷり飲めるタイプのドリップバ

農法で栽培されたコーヒー豆をブレ

ッグコーヒーです！忙しい朝や旅先

ンドしています。

でも、気軽に楽しめます♪ギフトとし

【焙煎：普通、深煎り、極深煎り】

ても喜ばれる一品です。

200ｇ（豆・粉） 各 1,000 円

12ｇ×10 袋

各 1,300 円

ほどよい酸味が持ち味。ほのかに漂う甘
味とコクを楽しめます！鉱山開発から
森を守る生産者協会のコーヒー。

ハチドリのひとしずく（エクアドル・メキシコ）
深みのあるコクと、ほのかな酸味が特

【焙煎：普通、深煎り、極深煎り】

徴のコーヒー！森を守り、森をつく

200ｇ（豆・粉） 各 1,200 円

る、トセパンコーヒーとインタグコー
ヒーの豆をブレンドしています。

カルロスさんのコーヒー（ブラジル）
マイルドで口当たりのやさしい甘味が
特徴です。
有機栽培コーヒーを広めた故カルロスさ
んの想いが受け継がれたコーヒー！
【焙煎：普通、深煎り、極深煎り】

200ｇ（豆・粉） 各 1,200 円

【焙煎：深煎り】

200ｇ（豆・粉） 各 1,200 円

有機栽培ティモンコーヒー（東ティモール）
雑味がなく、クリーンで深い苦みと後
に残る甘味が特徴！東ティモールの
標高 1200～1500ｍで栽培されたコー
ヒです。豆の特徴を活かすため深煎り
焙煎しています。
【焙煎：深煎り】

200g（豆・粉） 各 800 円

２０１９年度・保存版
カフェインレスコーヒー
インスタント（メキシコ）

チェルノブイリ支援紅茶のご案内

有機栽培 アールグレイ紅茶（スリランカ）
農薬や化学肥料を一切使用しない農法

メキシコの天然水を使った”マウンテン・ウ

で丁寧に栽培されたルフナ茶を使用。
天

ォーター製法”によりカフェインを 99.9％

然のベルガモット精油で香りづけし、
ほ

カット！！

んのり甘いコクとさわやかな柑橘系の

コーヒーの味わいと香りを残し、マイルド

香りを楽しめます！

な口当たりです。便利な保存チャック付♪

100ｇ

リーフ 100ｇ
ティーバッグ 50ｇ（2ｇ×25）
各 800 円

1,300 円

コロンビア インスタントコーヒー

有機栽培 セイロン紅茶（スリランカ）
標高 1200ｍ～1800ｍのウバ高原にあ

有機栽培のアラビカ種のみを使ったフリー

るグリーンフィールド農園で栽培され

ズドライ製法のインスタントコーヒー！

た紅茶です。コクのある味わいが特徴

ほのかな酸味と芳ばしい香りが特徴です。便

でミルクティにもオススメです！

利な保存チャック付♪

ティーバッグ 50ｇ（2ｇ×25）
100ｇ

各 800 円

1,200 円

カフェインレスコーヒー・レギュラー（メキシコ）

紅 茶
有機栽培 ネパール紅茶（ネパール）
ヒマラヤ山脈を代表する標高 8586ｍ
世界第 3 位のネパール山麓で有機栽培
された高品質紅茶。ネパール紅茶の産
地は社会開発支援として 6～14 歳を対
象に奨学金プロジェクトに取組んでい
ます。

リーフ 100ｇ
ティーバッグ 50ｇ（2ｇ×25）
各 700 円

有機栽培 南インド紅茶（インド）
天の紅茶（熊本）

トセパン協同組合のコーヒー豆を使用

月や作物のリズムを取り入れたバイオ

し、カフェインを 99.9％カットしたコ

ダイナミック農法で栽培された紅茶で

ーヒー！妊娠中・授乳中・カフェインを

す。渋みが少なく、砂糖なしでもほのか

控えたい方も安心して楽しめます。

な甘みを楽しめるのが特徴です。

ほのかな甘みが特徴。熊本県水俣市
指定の環境マイスター・天野茂さん
の天野製茶園で作られています。緑
茶と同じお茶の葉を完全発酵させ、

【焙煎：深煎り】

ティーバッグ 50ｇ（2ｇ×25）

砂糖なしでも美味しくお飲み頂ける

200ｇ（豆・粉） 各 1,300 円

800 円

紅茶です。急須で気軽に楽しめます。

リーフ 40g
ご注文・お問合せはコチラまで・・・

NPO 法人チェルノブイリ医療支援ネットワーク
TEL/FAX: 092-260-3989 E-mail : jimu@cher9.org

500 円

チェルノブイリ支援オーガニックハーブティのご案内

ハーブティ ミント（東ティモール）

ハーブティ レモングラス（東ティモール）

ほどよい清涼感を与えるミントは消化

レモンに似た香りのシトラス成分

促進効果があり胃もたれや消化不良の

には殺菌作用があり、風邪予防や胃

改善にも効果があると言われます。ま

炎・胃もたれなどに効果があると言

少しスパイシーな香りの月桃と香り高

た利尿作用もあり、むくみ・しわを防

われています。ほかにも血行促進・

いライムリーフのブレンド。ほのかに

止する美容茶としてもオススメです。

貧血予防・利尿作用などの効果も。

甘く、深みがあり、後味もさっぱりし

アイスでもホットでも楽しめます。

飲むだけでなく、エスニック料理の

ています。内側からお肌と心を整えて

リーフ 30ｇ

スパイスとしてやポプリとしても

オーガニックハーブティ No.1 “ビューティー”
（原産：東ティモール 月桃&ライムリーフ ブレンド）

600 円

くれる効果もあると言われ、幅広い年

オススメです。

代に安心してお飲みいただけます。

リーフ 30ｇ

ブレンドリーフ 30ｇ

750 円

オーガニックハーブティ No.2 “リフレッシュ”
（原産：東ティモール ツボクサ&ミント ブレンド）

ハーブティ ハイビスカス（ローゼル）
（東ティモール）
鮮やかな赤色がきれいな美容と健康に
良いハーブティです。肌の老化を防ぎ、

くせのないさわやかな香りのツボクサ

メラニンの色素を抑えるほか、細胞の

に穏やかな清涼感のミントをブレンド

生まれ変わりを活発にしたり、利尿作

した飲みやすいハーブティです。体と心

用・疲労回復にも効果もあると言われ

をリフレッシュしたい時におススメで

ています。

す！

リーフ 20ｇ

ブレンドリーフ 30ｇ

750 円

ハーブティ ツボクサ（東ティモール）
さわやかな草原の香りでくせのな
い親しみやすいハーブです。東ティ
モールでは「知性のハーブ」と言わ
れ、脳の活性化・老化防止・心を鎮
める効果があり精神的な疲れを和
らげたい時におススメです。他にも

600 円

ハーブティ アボカドリーフ（東ティモール）

決行促進・冷え・むくみ改善にも役
立つと言われています。

リーフ 30ｇ

オーガニックハーブティ No.3 “ヘルス”

東ティモールでは、古くから「胃腸を

（原産：東ティモール レモングラス&アボカドリーフ ブレンド）

整えるハーブ」と言われ重宝されてい

レモンに似た香りのレモングラスとく
せのないアボカドリーフのブレンドで
す。酸味はなく、風邪予防・疲労回復・
集中力を高める効果があると言われて
います。

ブレンドリーフ 30ｇ

750 円

600 円

600 円

ハーブティ 月桃（東ティモール）

ます。ビタミン E を含み、鎮痛・疲労

漢方でも使われる月桃はポリフェ

回復・体を温める効果もあると言われ

ノールを多く含み、体の酸化を防

ています。あっさりした味わいでホッ

ぎ若さを保つ働きがあります。ス

トでもアイスでも楽しめます。

パイシーですっきりとした香りで

リーフ 30ｇ

飲みやすく、不安を和らげ、リラッ

600 円

クス効果もあると言われていま
す。アイスにするとより香りが引
き立ちます。

リーフ 30ｇ

600 円

２０１９年度・保存版

チ ェ今年から新たにハーブティも注文できるようになりました！
ルノブイリ支援紅茶のご案内

東ティモールからお届けするハーブティ
無農薬・有機栽培の安心安全なコーヒー・
紅茶・ハーブティを買って国際貢献に役立
てます！！
ご紹介している商品は全てフェアトレード商
品です。生産者の健全な生活を支え、

▽ご注文について

電話・メール・FAX にて
ご注文ください。ご注文の際、お届け先のお名前・ご住

東ティモールの豊かな自然

所・電話番号・ご注文内容をお知らせください。

の中で自生したハーブを、地

ギフトとしてのご利用も承っております。

元の女性たちが丁寧に加工

●商品はすべて税込価格です。

して仕上げたハーブティで

●ご注文の際には豆/粉、焙煎具合のご指定を

す。

お願いします。

ご購入いただいた収益は

シングルハーブティは、有機

チェルノブイリ被災者の支援活動に

認証取得以前のためオーガ

▽送料について

活かされています。2017 年・2018 年にはエコ

ニックハーブティ No.1, No.2,

ご注文合計 7,000 円以上より

ー検診で使われるカプラゴム 4 個（時価 20 万

No.3 よりもお求めやすくなっ

送料無料となります。

円相当）を寄附することができました。

ています。

コーヒー、紅茶の他、福祉工房「のぞみ 21」商品など

これまでの皆さまのご協力に感謝申し上げま

生産者や生産過程、栽培方法はすべて同じで農薬や化学肥料は

す。

一切使用しておりませんので安心してご利用ください。

また今後ともコーヒー・紅茶・ハーブティを通

それぞれのハーブが持つ香りや味をそのままお楽しみ頂けます。

じてのご支援の程よろしくお願い致します。

お好みで他のハーブとブレンドするのもオススメです。
確かな知識と技術によって生まれた東ティモールのハーブティを
ぜひお試しください。

と組み合わせも可能です。7,000 円未満の場合下記の
送料（税込）をご負担いただきます。
★運送会社の料金規程の変更により、送料の変動があ
る場合がございます。ご了承いただけますようお願い
いたします。
【九州：500 円】【中国・四国・関西：600 円】
【北陸・東海・信越・関東：700 円】
【東北：800 円】
【北海道：1100 円】【沖縄：1200 円】

▽お支払について

エコー検診で使われるカプラゴム

ハーブティは

商品に郵便局の振込用紙（手数料無料）を別途郵送して

※ 一度に大量に飲まず、分けてお飲みください。

おります。到着後 1 週間以内に

※ 授乳中・妊娠中の方は医師にご相談の上、

代金をお振込みください。

お召し上がりください。

▽お届けについて
ご注文・お問合せはコチラまで・・・

NPO 法人チェルノブイリ医療支援ネットワーク
TEL/FAX: 092-260-3989 E-mail : jimu@cher9.org

ご注文後 2～3 日以内に発送しております。時期によっ

ては交通事情等によりお届けに時間がかかる場合がご
ざいます。お急ぎの場合はご注文の際にご確認くださ
いますよう、よろしくお願いします。

